


柔軟性に富んだ 、2次元/3次元汎用CADシステム

高機能を凝縮したオールインワン 2D/3D CADシステム「MicroGDS V11」
効率的な2次元ドラフティング、優れた3次元データの構築、汎用言語によるアプリケーション開発など豊富な機能を搭載しています。

一台で計画設計・実施設計からプレゼンテーション、積算/分析、FMまで幅広いニーズに対応します。

  図面を多彩な表現で作成

テキスト

ひとつの文字ブロックでフォントやサイズ、色など異なる書式を設定できる

便利なテキストエディタを搭載し、文字間隔・行間・縦書き指定など多様な

設定が可能です。

製品には樹木・人物などのラスター画像のライブラリが収録されています。

レイアウト（DTP)

表現力豊かな線種機能により、多彩で自由度の高い表現が可能です。

  ・グラデーション表現

  ・外部ラスター画像を使った着色(塗りつぶし)表現

  ・アルファ値指定による透過表現 ほか

図面表現

豊かな表現力

  図面を多彩な表現で作成

直方体、球など基本モデルの作成から、ブーリアン演算処理など、複雑で

精緻なモデルを作成できます。

モデリング

ラジオシティ、ファイナルギャザーによるレンダリングサポートします。

天候、光源などの環境ライブラリ、ルクス、ルーメン等の実照度による照

明シミュレーションが可能です。

レンダリング

Standardでは平面図に高さを与えたり、任意図形の回転体、多角錐や引き

回しを使った3Dモデルを作成できます。陰線処理やシェーディングを施し

パースを作成することが可能です。

ラスター画像を使用した着色機能は、外壁やタイル割付のシミュレーショ

ンにもご利用いただけます。

図面の必要な部分やラスター画像など多種多様なデータを自由にレイアウ

トし、複合的な図面を作成できます。作成した図面はPDF出力可能です。

  ・MicroGDS図面 (レイアウトした図面は元データとリンク)

  ・他のアプリーションで作成した表などのOLEオブジェクト

  ・ラスター画像 (PNG・TIFの透過に対応) をレイアウト可能

  素早く効率的に図面を作図

スナップガイド

参照したい図形上にマウスポインタを置くだけで、角度や延長などの仮線、

それらの交点が表示されるので、直感的に正確な位置をスナップできます。

作図時の補助線､下描き線の作図が不要になり､作図効率を向上させます。

移動、コピー等の編集、3次元のモデリング時でも利用可能です。

スナップコード

図形の近くにマウスを近づけると「Line」や「Point」などのスナップコード

が表示されます。15種類のスナップコードにより確実な図形指示ができます。

編集制限・検索

レイヤのほか、線種、文字種、光源、色、名前等の属性情報によって編集制

限の設定ができますので、図形の検索や、フィルタリングが可能です。

ウォークスルー

3次元ビューでウォークスルー、軌道(オービット)、パン、チルトの操作を

ドラッグで行えます。

使いやすさを追求した操作性

画像提供：株式会社ディヴァイスプロモーション3D内観パースの例

レイアウト図面の例

画像提供：トヨタT&S建設株式会社3D外観パースの例

樹木の透過PNGを点景として配置

ラスター画像を使用した線種、タイルハッチングの線種

円柱や窓ガラスをグラデーションの線種で表現

ガイドライン(45度)

に沿って線を描画

2つのオブジェクトの

中点の交線をスナップ

既存線分を参照して

並行線を描画

画像提供：株式会社村井敬合同設計

プロパティウィンドウ

図形の縮尺や線・文字スタイルなどのプロパティの確認や編集を手早くでき

ます。また、図形に付与する属性情報を簡単に設定、編集できます。

MicroGDS V11.4

本格的な3D（Pro）



汎用言語でカスタマイズ

  豊富なAPIを標準で提供

複合施設

プロジェクト

Aブロック

 意匠担当

Bブロック

 意匠担当

構造担当 設備担当

店舗担当/オフィス担当

ネットワーク上で図面やプロジェクトを

共有し、同時並行作業で設計を進める

ことができます。メンバーはそれぞれが

常に最新の図面で作業ができ、変更の

通知遅れや伝達漏れなどによる作業の

手戻りやエラーを防ぎます。

2階の意匠終了！

設備、構造その他

同時に作業開始！

協調設計

建築作図支援ツール

Micro日影 V11.4

汎用言語でカスタマイズ

※Micro日影の使用には別途MicroGDS V11が必要です。

緑地面積、樹種別樹木本数の積算

積算結果が図面内のExcelと連動

図形をオブジェクト化(グループ化)し、編集作業や図形ライブ

ラリとして活用します。検索や積算、データベースとの連動が

可能です。なお、製品には建具や家具など各種ライブラリが収

録されています。

オブジェクト

図面を単なる線分としてでなく、解析や積算に連動可能なデータベースとしてとらえ､データを将来にわたる資産として

活用します。外部データベースと連携し、検索、表示のフィルタリングが可能です。図面作成の半分以上は編集作業と

いわれています。オブジェクトによるデータ構造を利用することにより編集作業のスピードが格段に向上します。

複数の「オブジェクト」を組み合わせてアセンブリオブジェク

トを作成できます。部品間の位置関係を保ったまま一括で移動

やコピーができるので、建物コアのレイアウトや機器配置に便

利です。ライブラリからアセンブリをコピー配置した場合も部

品レベルとなるオブジェクトで集計可能です。

アセンブリオブジェクト

データを将来にわたる資産として活用

  建築図面を高速に仕上げる便利なツール

  ネットワークを駆使し、共同設計

MicroGDSのコマンドと同じ感覚

で使えるツールが多数搭載され

ています。基準線･ドア･窓など

の作図ツールでは、必要な各部

分の寸法を入力し、「作図」ボ

タンをクリックすると、あとは

自動で作図されます。図形編集

や求積や属性のレポートを行う

ツール搭載しています。

  日影規制、天空率のチェック

斜線制限、日影規制による形態制限

をチェックするシステムです。

斜線制限や逆日影によるボリューム

検討、日影チェック、天空率判定が

可能です。

  豊富なAPIを標準で提供

フルカスタマイズが可能な高機能CADとして高いコストパフォーマンスを

実現します。

・シリーズすべての製品でカスタマイズ可能。

・特別な専用言語を使わずに、VB.NET、C#など汎用言語ですぐに開発可能。

・作図、編集、表示制御、座標入力インターフェイスなど.NET開発環境で利

　用できる多くのAPIを提供。  

・開発の参考となる30以上のソース付きサンプルプログラムが付属。

線描画重視のCADと比較すると、編集に適したデータ

構造を持つMicroGDSは、より短い工数で作業を効率的

に行えます。

図形データに文字や数値などの属性情報を付与

し、集計やフィルタに活用できます。属性情報

はMicrosoft Accessや Excelなど外部データベー

スからも容易に認識や管理ができるので、検索、

積算、表示の設定などに使用できます。データ

を図面情報の管理、解析などに応用可能です。

属性・データ注記

・厳密な排他制御を行うため、作業を安全に実施可能。

・図面に対するアクセス権限が設定可能。

・常時ネットワーク接続しながらの共同設計が困難な場合、オフライン型の

　同期運用も可能。

敷地形状入力

MicroGDSで作成した他のファイル内のオブジェクトやアセン

ブリオブジェクトを参照します。データの軽量化のほか参照元

図形の編集結果が全てのインスタンスオブジェクトに反映され

ます。

インスタンスオブジェクト

線描画重視のCAD

編集に適したデータ構造の

MicroGDS

作図作業 修正作業

コスト削減

process

工数 cost

レイヤ

1F平面図

1F構造図

1F平面図

エレベータまわり

1F平面図

エントランス

1F平面図

階段まわり

LAN配線図

電気設備図

図面 (ウィンドウ定義) 作業エリアの保存・出力(ビュー)

フォトによるレイアウト図面

南側立面図

外観パース

プレゼン、確認申請

南側立面図

MicroGDSの柔軟なデータ構造により、１つのファイルで、基本設計、実施設計、

プレゼンテーション、確認申請など様々なシーンの図面を作成できます。

大規模プロジェクトでの同時進行作業や

コンペなどでの多人数、短時間での図面作成に威力を発揮します。

  合理的で賢い図面を作成し、業務をスピーディに

MicroGDS対応アプリケーション

図面の管理

  柔軟に、さまざまな状況、さまざまな現場に対応

・基準線

・柱

・壁

・ドア

・窓

・階段

・引出線

・3次元窓

解析(斜線制限･日影解析･天空率)

プレゼンテーション

建築確認申請図面

3次元での確認

・エスカレータ

・テキストスタンプ

・敷地作図

・引出線作図

・簡易求積

・属性レポート

・数量算出

・断面特性算出など全26個



業務を革新する最強のオールインワンCAD

高度な図面表現を任意のPCで表示・印刷可能なフリービューア

カスタマイズまでできる高性能低価格CADの決定版

ネットワーク設計コラボレーションに

本格的な3次元ツールとして

 ブーリアンモデリングやフォトリアリスティックなレンダリング機能により、高精細なモデルとCG画像

 を作成できます。 3次元設計におけるデザインシミュレーションやプレゼンテーションに有効です。

 ネットワーク環境で複数の設計者が図面情報を共有して共同設計作業が可能です。レイヤレベル

 でのデータの独立性と安全性が確保され、遠隔地の設計者間でのコラボレーションも可能です。

 高度なモデリング(ブーリアン演算等)

 ラジオシティレンダリング

 ネットワークライセンス

 2D作図機能

 3Dモデリング機能

 3Dシェーディング

 オブジェクト機能

 （属性データ管理、インスタンス、アセンブリ）

 フォト機能

 マルチユーザプロジェクト

 OLE/DDE対応

 主要な2D/3D/画像ファイルの入出力

 カスタマイズ機能

 ネットワークライセンス（※1）

 簡単な図面から精度を要求される大規模かつ精密な図面まで、さまざまな図面を効率よく作成で

 きます。

VB.Net,C#などの汎用的な開発言語によるカスタマイズが可能です。簡単な作図ツールから外部

データベースなどを併用する大規模な基幹システムのプラットフォームとしても最適です。

使いやすく効率のよい作図ツールとして

コストパフォーマンスに優れた開発プラットフォームとして

表示・印刷

※1ネットワーク版で対応

 図面や画像を手軽にレイアウトできます。また表現力豊かな線種機能で多彩な表現を施すことが

 でき、 クオリティの高い効果的なプレゼンテーションが可能です。

デザインの質を一段と高める多彩な図面表現の創造に

Windows10

Windows 8.1

Windows 7(SP1以降)

いずれも、32bit/64bit

Internet Explorer 8以降（Internet Explorer 8を推奨）

各OSのシステム要件に準じる

（より快適な操作のために高速なCPUを推奨）

各OSのシステム要件に準じる

（より快適な操作のために大容量のメモリを推奨）

Pro：　　　　    600MB以上

Standard： 　 200MB以上

Micro日影：　 MicroGDS+10MB以上の空き

1024x768以上（32768色以上）

DirectX 9互換のグラフィックスカード

（3Dアクセラレーションを使用可能なもの）

・グラフィックスメモリ128MB以上

・グラフィックスカード用の最新のグラフィックスドライバ

・マウス（必須）

・CD-ROMドライブ（必須）

・Microsoft.NET Framework Version 4.6 

　再頒布可能パッケージ

製品価格 （税込10%） 動作環境

入力ファイル形式 出力ファイル形式

CPU

メモリ

インストールに

必要なハード

ディスク容量

モニタ解像度

Webブラウザ

グラフィックス

カード

その他

OS

MicroGDS Pro V11.4

MicroGDS Standard V11.4

\250,800

\116,160

MicroGDS Standard V11.4 ネットワーク版 \151,008

\330,000Micro日影 V11.4 （※2）

MicroGDS Viewer 無料

\51,700

\165,000

MicroGDS シリーズ

オプション製品

\26,400

-

※1 教育機関向け製品のご購入は、大学、短大、高専、高校、専門学校及び職業訓練校に在職中の教職員

      の方に限ります。在学中の学生の方は、学割ライセンスをご用意しています。

※2 Micro日影の使用には別途MicroGDS V11.4が必要です。

※3 MicroGDS V11トレーニングブック(オンライン版)は無料でダウンロードいただけます。 

MicroGDS V11 トレーニングブック （※3） \3,300

MicroGDS 解説本

ダイレクト販売価格

教育機関向け

ダイレクト価格（※1）

MicroGDS 製品ラインナップ

MicroGDS シリーズ

MicroGDS Pro

MicroGDS Standard

MicroGDS フリービューア

MicroGDS Viewer

MicroGDS 価格および仕様

本　　　社

大阪営業所

名古屋営業所

川崎市 幸区 大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワー27F

大阪市 浪速区 難波中 2-10-70 パークスタワー17F

名古屋市 中区 錦 1-5-13 オリックス名古屋錦ビル11F

info@informatix.co.jpwww.informatix.co.jp
Tel:044-520-0850(代)

Tel:06-6633-0803(代)

Tel:052-265-8608

Fax:044-520-0845

Fax:06-6633-0804

Fax:052-265-8677

〒212-0014

〒556-0011

〒460-0003

※詳細、最新の情報はホームページをご確認ください。

https://www.informatix.co.jp/mg/

このカタログは、MicroGDS Pro V11.4で

作成し、PDF出力したものです。

WND，MAN，MTF, AIF，BIF，DWG，

DXF，THF，3DS，JWW(※1，※2)，

XML，SFC(※2)，P21(※2)，SKP

WND，MAN，MTF，AIF，BIF，DWG，

DXF，DWF，JWW(※1，※2)，SVG，

THF，3DS，PDF,  SFC(※2)，P21(※2)

BMP，TIF(※3)，JPG，

PNG，EPix(※3)，EPP(※3)，

MOV(※3)

BMP，DIB，TIF，JPG，EPix，PNG画像 画像（図面）

画像

（レンダリング）

BMP，TIF，PNG，JPG，EMF

図形図形

※1 JWWトランスレータ使用

※2 外部ツールとしてトランスレータを提供(APIはありません)

※3 Proのみ　


